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第 2 節  意匠  

(1) 意匠制度の概要及び意匠委又は法定の対象の定義 

ロシアの意匠制度は、次に掲げる法律文書をその根拠としている。 

 ① ロシア連邦民法第 IV 部 

 ② 意匠特許出願の出願、審査及び登録に関する行政規則(「規則」) 

 ③ 工業意匠の国際分類を設定するロカルノ協定 

 ④ 工業所有権の保護に関するパリ条約 

ロシア連邦民法第 1352 条によれば、意匠とは、工業製品又は手工芸品の外観を定義する

芸術的かつ構造的解決方法である。規則 9.4 では、このような物品が、工業製品又は手工芸

品、特にパッケージ、ラベル、紋章、活字体、結合品を組み立てるための構成部品を含む物

品の独立した部品、共同利用される一式の部品、内装などであってもよいと定めている。 

物品の独立した部品とは、機能的に独立した部品であって、当該物品の使用中に目に見え

るものをいう。部品を結合品に組み立てるための構成部品とは、結合品の機能的に独立した

部分であって、その組立を目的とし、取り外し、組み立てるために繰り返し使用できるもの(例

えば、ヘッドライト、バンパー)である。結合品(例えば車)とは、結合品を組み立てるための

構成部品で構成される物品である。結合品は、分解し、繰り返し組み立てることができる。

一式の物品とは、共通の目的を有し、複雑な用途を目的とする 1 群の物品(例えば、家具セッ

ト、カップと皿のセット、フォークとナイフのセット等)である。例えば、カミソリやヤカン、

掃除機の美的かつ構造的解決方法のように、三次元の意匠でもよい。例えば壁紙、絨毯、又

はラベルなど、美的かつ構造的解決方法のような二次元の意匠でもよい。ロシア法では、秘

密の意匠も、関連する類似意匠も認められていない。 

ロシア連邦民法第 1352 条は、次に掲げる解決方法が、ロシア連邦において意匠として認

められないと定めている。 

 外部形状がもっぱら物品の技術的機能によって決定される物品 

 小型建築様式を除く建築物 

 液体や気体からなる形状が不安定な物体 

 公共の利益に反する物品、人間性や道徳性に反する物品 

ロシア連邦民法第 1357 条によれば、意匠について特許を受ける権利は、まず、意匠の発

明者に帰属する。意匠特許を受ける権利は、他の者(譲受人)に譲渡することができる。 
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ロシア連邦民法の第 1352 条は、意匠について、新規性及び独創性というその登録可能性

に関する二つの基準を定めている。物品の表示に反映され、意匠の本質的特徴の一覧に列挙

された本質的特徴の組み合わせが、意匠の優先日までに世界で一般的に入手可能となってい

る情報から知りえない場合、当該意匠に新規性がある。言い換えれば、絶対的世界新規性を

持つ意匠のみに権利が付与される。ロシア連邦では、意匠出願の新規性(喪失の)猶予期間が

ある。新規性(喪失の)猶予期間とは、意匠出願が、創作者や出願人による意匠に関する情報

の開示の日から 6 ヶ月以内になされた場合、意匠の登録性の判断を妨げないことを意味する。

審査官は、意匠の新規性を審査する間に、他の出願人によるすべての出願及びすべてのロシ

ア意匠特許を確認する。意匠の本質的特徴を物品の特異性の創造的性質により決定できる場

合、これに独創性があるとされる。この基準により、意匠に対し、効果的かつ確実な保護を

及ぼすことができる。これは、すなわち、製品の外的形状をわずかに変更したような意匠に

よる侵害を防げることを意味する。 

新規性と独創性に関する要件とは別に、ロシア連邦民法第 1377 条及び規則 9.6 で定める

単一性要件も存在する。単一性要件とは、単一の意匠か、単一の創造的概念を構成するよう

な方法で相互に関連付けられた 1 群の意匠について意匠出願が可能であることを意味する。

意匠の表示と本質的な特徴の一覧が次に掲げる内容を示している場合、その意匠は単一性要

件を満たしている。  

 ① 1 つの物品、特に物品全体、物品の独立した部分又は共同で利用される物品の組品の美 

的かつ構造的解決方法である 1 つの意匠。 

 ② 単一の創造的な概念を形成し、1つの同じロカルノ分類に関連する1群の意匠であって、 

これらの意匠の 1 つが物品全体であり、もう 1 つの意匠が、使用する際に目に見える 

その独立した部分であるようなもの。 

 ③ 単一の創造的な概念を構成し、1 つの同じロカルノ分類に属する 1 群の意匠の変種。 

(2) 意匠登録出願 

意匠特許を取得するためには、これを出願する必要がある。ロシア連邦民法第 1377 条で

定めているように、意匠の出願書類には、以下に掲げる書類を含める必要がある。 

 ① 出願人及び創作者を特定し、両者の住所を記載した意匠特許付与請求書 

 ② 物品の外観の概念を詳細に示す 1 組の意匠を表示したもの 

 ③ 意匠の本質を開示するために必要な場合は、透視図、人間工学体系及びフローチャート 
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を示す図面 

 ④ 意匠の明細書 

 ⑤ 意匠の本質的特徴の一覧 

 ⑥ 委任状 

 ⑦ 認証された優先権書類 

上記①、②、④、⑤が提出された日を意匠出願日とする。これら書類の一部の提出時期が

異なる場合、最後の書類が提出された日を意匠出願日とする。 
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意匠出願審査のフローチャート 

方
式
審
査 

実
体
審
査 

審
判
手
続 

出願人の随意的行為と請願 

優先権主張 (出願日から 2 ヶ

月以内) 

優先権書類の提出 (出願日か

ら 3 ヶ月以内) 

出願書類の補正又は訂正 (決

定されるまで) 

出願取下(遅くとも意匠登録

まで) 

要求された書類の提出期限の

延長又は期限の回復請求 

意匠特許の出願 

出願日の確定 

不備又は誤った書類に関す

る通知及び追加書類の要求 

要求した書類の受理 
受理なし 

出願取下と

みなされる 

受理あり 

方式審査の通過通知 

実体審査に必要な追加 

書類の要求 

要求した書類の受理 

受理なし 

出願取下と

みなされる 

受理あり 

特許性審査に関する

結果通知 

特許査定 

登録料及び特

許発行手数料

の納付 なし 

あり 

意匠の登録、登録証の

発行、特許付与に 

関する情報の公開 

通知に対する意見書 

特許拒絶査定 

特許紛争審判室

への異議申立 

申立認容 

認容 

却下 

裁判所への上訴 

上訴認容 
認容 
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(3) 出願の方式審査の概要 

ロシア連邦民法第 1391 条によれば、意匠出願については、方式審査と実体審査を行う。

規則 21.2 は、意匠出願の方式審査を行う場合、次に掲げる点も確認するよう規定する。 

 意匠出願書類が完全かつ正しいか。 

 所定の手数料が納付されているか。 

 委任状があるか。 

 単一性要件を満たしているか。 

 追加書類を提出するための規則に適合しているか。 

 意匠が正しく分類されているか。 

意匠出願が、規則に定める要件を満たしていない場合、Rospatent は、書類の提出要求を

行う。当該書類の提出要求に応答する期限は、これを受領した日から 2 ヶ月とする。この期

間は延長できるものの、書類請求の受領日から起算して 10 ヶ月を超えてはならない。意匠

出願が、規則に定める要件を満たしている場合、方式審査の通過通知を出願人に送付する。 

a) 外国の出願人の場合の委任状及び認証 

外国出願人の場合、意匠出願に委任状を含めなければいけない。委任状の認証も、公証も

必要とされない。委任状は、出願日の後に提出することができる。 

b) 出願する権利を証明する書類 

出願する権利を証明する書類は不要である。 

c) 優先権を証明する書類 

条約に基づく優先権出願を Rospatent に行う場合、優先権を証明する書類、すなわち最初

の出願の認証謄本を、その日付から 3 ヶ月以内に Rospatent に提出しなければならない。 

(4) 実体審査 

方式審査の結果が肯定的なものであった場合、実体審査が自動的に始まる。規則 22.1 に記

載されているように、実体審査には、次に掲げる手順が含まれる。 

 意匠の優先権の確定 
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 本質的特徴の一覧の検証 

 追加提出された書類が意匠の本質を変更するものでないかどうかの検証 

 特許性基準、すなわち新規性及び独創性を満たしているかどうかの検証 

規則 22.6 によれば、Rospatent は、特に、本質的な特徴の一覧を補正する必要があるか、

意匠の特許性に関する何らかの疑問点を解消する必要がある場合、書類の提出要求を行うこ

とができる。当該書類の提出要求に応答する期限は、これを受領した日から 2 ヶ月とする。

この期間は延長できるものの、書類請求の受領日から起算して 10 ヶ月を超えてはならない。 

Rospatent は、請求された意匠が特許性に関する基準を満たしていなければ、拒絶査定を

行う。出願人は、拒絶査定を受領した日から 3 ヶ月以内にこれに対する審判請求を特許紛争

審判室に行うことができる。出願人が特許紛争審判室の審決に不服の場合、裁判所に訴訟を

提起することができる。 

請求された意匠が特許性に関する基準を満たしていれば、Rospatent は、特許査定を行い、

これに応じて特許査定を受けた日から 2 ヶ月以内に特許料を支払う。 

ロシア連邦民法第 1394 条によれば、Rospatent は、意匠の特許査定が行われ、特許料が

支払われた後、意匠特許に関する情報を公報に公告する。公告内容には、書誌データ、意匠

の表示及び本質的特徴の一覧を含める。公告を延期することはできない。自らに関する情報

が公表されることを意匠の創作者が拒絶した場合、これを公告しない。 

(5) 登録に要する期間 - 登録まで、どの程度時間がかかるか 

Rospatent のデータによれば、意匠特許出願が審査され、特許が付与されるまでにおよそ

5～6 ヶ月かかる。 

(6) 管轄官庁に納める所定の出願手数料及び専門家に対する審査報酬 

手数料表(ロシア・ルーブル(RUB)、2008 年 12 月 30 日から) 

手数料 ルーブル（RUB） 

ルーブル(RUB) 

ロシアWTO加盟日以降 

(政府命令2011年9月15日 

781号) 

意匠出願 8,100 2,500 

1 点を超える意匠クレーム各 1 点につき + 4,590 ＋1,400 
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手数料 ルーブル（RUB） 

ルーブル(RUB) 

ロシアWTO加盟日以降 

(政府命令2011年9月15日 

781号) 

– 実施例各 1 点につき +540 ＋350 

出願から 2 ヶ月経過後における意匠出願

の補正請求 

1,350 － 

新規意匠／実施例の導入 

– 意匠の追加クレーム各 1 点につき  + 4,320 1,700 

–追加の実施例各 1 点につき + 270 ＋650 

従来型の意匠出願の出願期間の延長請求 1,350 400 

拒絶理由通知に応答する期間の延長請求(1 ヶ月延長するにつき) 

– 6 ヶ月まで 540 200 

– 6～10 ヶ月 1,350 400 

期限を徒過した出願の権利回復を求める請求 

– 6 ヶ月以内 2,160 650 

– 6〜12 ヶ月 8,640 2,600 

出願書類、引用等の認証された写しの請求 1,080 550 

出願人の名前の変更請求 1,350 400 

特許紛争審判室への審判請求： 

– 出願放棄の決定に対する審判請求 1,890 400 

– 拒絶査定に対する審判請求 8,100 2,450 

(出所：政府命令(2008 年 12 月 10 日 941 号)特許料金規則) 

1 ルーブル(RUB) ＝約 2.4 円(2011 年 12 月時点) 

(7) 出願の公開又は公告  

Rospatent は、意匠出願を公開しない。しかしながら、意匠特許付与通知の公告後は、誰

でも、出願書類及びサーチレポートの詳細について知る権利がある。 
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(8) 登録の前又は後の出願に対する異議申立て 

ロシアには、意匠出願に対する異議申立制度が存在しない。それでも、利害関係者は、通

知書を審査官に提出することができ、審査官は、当該通知書を考慮しても考慮しなくてもよ

い。 

(9) 意匠権 

a) 意匠権の基本的内容 

意匠特許権者は、特許を受けた意匠を実施する排他的権利を有する。何人も、意匠特許権

者の許可を得ず、特許を受けた意匠を実施する権利を有さない。この実施には、特に次の行

為を含める―特許を受けた意匠を組み入れた物品のロシア連邦へ輸入、製造、利用、販売の

申出、販売、他の態様での市場への導入又はこれらの目的で保管すること。 

意匠の本質的特徴の一覧に記載された意匠の本質的特徴のすべてが物品に含まれ、その表

示に明示されている場合、当該物品において特許を受けた意匠が実施されているものと見な

す。 

b) 意匠権の期間(存続期間)及び保護証の発行 

意匠特許の通常の存続期間は、15 年であり、意匠特許権者の請求に応じ、10 年を超えな

い期間延長することができる。 

期間の延長を受けるために「意匠特許が実施されている」ことを証明する必要はない。 

c) 意匠権の譲渡及びライセンス(排他的又は非排他的) 

Ⅰ）概要  

意匠特許権者は、契約(排他的権利の譲渡に関する契約)により他の者に譲渡する場合、又

は該当する意匠を契約に定めた制限内で実施する権利を他の者に認める(ライセンス契約の)

場合を含め、自らに帰属する意匠に対する排他的権利を法律及び当該排他的権利の性質に反

しない方法で処分することができる。 

Ⅱ）譲渡  

意匠特許権者は、自らの意匠特許出願又は付与された意匠特許を任意の者に随時譲渡する

ことができる。意匠特許権の譲渡は、Rospatent に登録しなければならず、登録しない限り
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効力を生じない。譲渡について登録するためには、次に掲げる文書が必要となる。 

 ① 譲渡証書正副 3 通 

 ② 意匠特許登録証の原本 

 ③ 当事者のいずれかの委任状 

 ④ 登録料が支払われたことを証明する書類 

譲渡証書は、譲渡人と譲受人が署名、捺印し(印鑑がある場合)、その正式な肩書きを記載

しなければならない。 

意匠特許の譲渡契約の譲受人は、契約に別段の条項がない限り、契約に定めた報酬を意匠

特許権者に支払う義務を負う。報酬の定めのある譲渡契約に報酬の額又はこれを決定する手

続に関する規定がない場合、当該契約は結ばれていないものと見なされる。 

意匠に対する排他的権利は、その譲渡について Rospatent に登録した時に、元の意匠特許

権者から譲受人に移転する。排他的権利が譲受人に移転した後に、譲受人が、契約で定めら

れた意匠特許権者への報酬支払義務に対する重大な違反を犯した場合、元の意匠特許権者は、

排他的権利の返還及び損害賠償を請求する司法手続を提起する権利を有する。意匠に対する

排他的な権利が譲受人に移転する前に、排他的権利を得るための報酬の支払義務に対する違

反があった場合、意匠特許権者は、契約を一方的に解消し、契約解消による損害について賠

償を請求できる。 

Ⅲ）ライセンス  

ライセンス契約は、意匠特許の付与後にのみこれを結ぶことができ、契約が無効とされな

いためには、これを Rospatent に登録しなければならない。 

契約書に記載するライセンサーの名前は、意匠特許登録証と同じでなければならない。ラ

イセンサーの名前又は住所が意匠特許の付与時のものから変更された場合、当該変更を事前

に Rospatent に登録するか、最低でも登録を求めるライセンスとともに適切な請願書を提出

する必要がある。 

ライセンス契約は、Rospatent に登録した日から効力を生ずる。ライセンス契約書には、

以下に掲げる事項を記載しなければならない。 

 ① 意匠特許番号 

 ② 契約の当事者(フルネーム及び住所) 

 ③ 移転する権利の種類、すなわち、専用実施権であるのか、通常実施権であるのか 
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 ④ 許諾範囲、すなわち、ロシア連邦全体又はその一部(許諾範囲を定めていない場合、ロ 

シア連邦領全体がライセンスの許諾範囲であると見なされる) 

 ⑤ 存続期間(この期間を定めていない場合、5 年間のライセンス契約を結んだものと見な 

される) 

ライセンシーは、知的活動の結果又は個別化手段を、ライセンス契約で定めた権利及び手

段の範囲内でのみ実施する。意匠を実施する権利であって、ライセンス契約においてライセ

ンシーに許諾したことが明示されていないものについては、ライセンシーに許諾されていな

いものと見なす。 

ライセンス契約に別段の規定がない限り、ライセンシーは、ライセンスを受けた対象を実

施する過程でライセンサーに報告書を提出しなければならない。当該報告の期間及び手続に

ついて、ライセンス契約に定めていない場合、ライセンシーは、ライセンサーの要求に応じ、

当該報告を随時行う義務を負う。 

ライセンス契約期間中に、ライセンサーは、ライセンスを受けた対象を実施するライセン

シーの権利行使を妨げかねないいかなる行為も控える義務を負う。 

ライセンスを受けた意匠の、ライセンス契約に定めていない方法、又はその期間の満了後

における、又は契約に基づいてライセンシーに付与された権利の限界を超えた他の方法によ

る実施は、意匠特許侵害であると見なされ、これに対応する法的責任を生ずる。 

ライセンシーは、ライセンサーの書面による同意に基づき、許諾された権利のサブライセ

ンス(再実施権)を他の者に許諾する権利を有する。当該書面による同意がない場合、

Rospatent は、サブライセンス契約の登録を拒絶する。ライセンス契約に別段の定めがある

場合を除き、ライセンシーは、サブライセンシーの行為につき、ライセンサーに責任を負う。 

排他的権利が消滅した場合、ライセンス契約が終了したものする。 

後に無効であることが判明した意匠特許に基づいて結ばれたライセンス契約は、意匠特許

無効の決定が行われるまで履行されていた範囲において、その効力を持続する。したがって、

ライセンスを受けた意匠特許が無効となる前に適正に支払われたロイヤルティの返金を請求

することはできない。 

Ⅳ）ライセンスの公募 (オープンライセンス ) 

意匠特許権者は、記載した条件で任意の者に通常実施権を付与する旨の請願書を

Rospatent に提出することができる(オープンライセンス)。その場合、Rospatent が請願を
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公告した年の翌年から特許維持手数料が半額に減額される。 

オープンライセンスに関する情報の公告日から 2 年以内に自らの請願書に記載した条件に

よるライセンス契約締結の提案を受けなかった場合、意匠特許権者は、免除された手数料の

支払いと引き換えに公募を取り下げることができる。この場合、その後は、特許維持手数料

を全額納付しなければならない。 

(10) 意匠審判部 

Rospatent の特許紛争審判室は、意匠審判部として機能する。特許紛争審判室の活動は、

2003 年に施行された「特許紛争室への審判請求及びその審判に関する規則」(審判規則)によ

り規律されている。特許紛争審判室では、意匠事件だけでなく、発明、実用新案及び商標に

関する事件も扱っている。特許紛争審判室は、次の事件を審理する。 

 ① 特許拒絶査定又は特許査定に対する審判請求 

 ② 出願の取り下げと見なす決定に対する審判請求 

 ③ 特許付与に対する審判請求 

 ④ 方式審査の結果についてなされた決定に対する審判請求 

意匠特許は、ロシア連邦民法第 1398 条に規定されている通り、特許紛争審判室に適切な

審判請求を行うことで、これが存続する期間中これを無効とすることができる。次に掲げる

場合、意匠特許の無効理由となる。 

 ① 意匠が特許性の基準を満たしていない場合 

 ② 本質的特徴の一覧の中に、当初出願された図面が示していない特徴が含まれている場合 

 ③ 同一の意匠に対する同日になされた複数の出願に特許が付与されていた場合 

 ④ 意匠特許権者又は意匠の創作者の記載が誤っている場合 

出願人が特許紛争審判室による審理の結果に不服の場合、裁判所に訴訟を提起することが

できる。 

a) 出願の拒絶に対する審判部の審理 

審判規則 4.9 によれば、本質的な特徴の一覧を補正することにより、意匠が特許性基準を

満たさないとする結論に至った理由又は意匠が特許性のない解決方法であると判断した理由

が取り除かれる場合、特許紛争審判室は、特許拒絶査定に対する審判請求を審理する間に、

当該補正を出願人に提案することができる。 
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b) 登録意匠の取消又は無効に関する審判部の審理 

審判規則 4.9 によれば、特許紛争審判室は、意匠特許付与に対する審判請求を審理する間、

本質的な特徴の一覧を補正しない限り、意匠特許の全面的無効を宣言しなければならないも

のの、これを補正すれば、意匠特許の一部無効を宣言するだけで済む場合、当該補正を意匠

特許権者に提案することができる。 

(11) 意匠の登録及び登録更新の手数料  

意匠登録及び意匠出願に対する特許の発行につき、10,800 ルーブル(その時の為替レート

によるものの、約 400 米ドル)の手数料を支払う必要がある。出願人は、意匠特許査定の受領

から 2 ヶ月以内(ただし、Rospatent が行った特許付与の決定後、遅くとも 4 ヶ月以内)に手

数料を支払わなければならない。上記期間の満了後であっても、遅くともその満了後 6 ヶ月

以内であれば、手数料が受理される。その場合、手数料が 50％増額される。したがって、意

匠登録料を支払うことのできる期間は、特許査定がなされた日から最高で 10 ヶ月である。

手数料を支払うことのできる上記 10 ヶ月の期間満了後は、意匠特許に関する権利を回復す

ることはできない。 

意匠特許存続期間の 3 年目から、意匠特許を維持するための更新手数料を毎年支払うもの

とする。特許存続期間中の毎年の維持手数料の支払いは、特許存続期間の前年度中に行う必

要がある。また、上記期日後も、手数料を支払うことができるものの、期間満了後 6 ヶ月以

内でなければならない。その場合の手数料は、50％増額される。 

維持手数料の(ロシア・ルーブルでの)額を次の表に記載する。 

年 
(各年の)手数料 

RUB 

ルーブル(RUB) 

ロシアWTO加盟日以降 

(政府命令2011年9月15日781号) 

備考 

3-4 2,700 850  

5-6 4,050 1,250  

7-8 5,400 1,650  

9-10 8,100 2,450  

11-12 12,150 3,650  

13-14 16,200 4,900  
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年 
(各年の)手数料 

RUB 

ルーブル(RUB) 

ロシアWTO加盟日以降 

(政府命令2011年9月15日781号) 

備考 

15 20,250 6,100  

16 

20,250+1,350 

= 21,600 
6,100＋400=6,500 

特許の存続期間をさらに延長する

ためには、特許期間の 16 年目に

対する支払いに 1350 ルーブル(ロ

シアの WTO 加盟以降は 400 ルー

ブル)の額を添える必要がある。 

17-18 20,250 6,100  

19-20 27,000 8,100  

21-25 36,000 12,000  

(出所：政府命令(2008 年 12 月 10 日 941 号特許料金規則) 

1 ルーブル(RUB) ＝約 2.4 円(2011 年 12 月時点) 

 

年金を所定の期間内に支払わなかった場合、意匠特許の存続期間が早期終了する。意匠特

許は、年金の支払期日の満了から 3 年間であれば、回復することができる。意匠特許の回復

手数料は、請願を行った年の手数料額の 2.5 倍とする。 

(12) 意匠登録の公告 

Rospatent は、特許発行に関する情報を「意匠」という見出しで公報に公告する。(公報は

定期刊行物である。最低でも月 1 回発行される)。公報は、検索エンジンを備えた電子装置上

でも公開されている。さらに、公報に掲載された情報は、Rospatent の公式ホームページの

検索エンジンでも検索できる(http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/)。検索は、ロシア

語で行う必要がある。 

http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
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